
  もろもろの天はあなたのもの地もまたあなたのもの 

世界とその中にあるものとはあなたがその基をおかれたもの

です。北と南はあなたがこれを造られました。 

タボルとヘルモンは、御名を喜び歌います。 

あなたは大能の腕をもたれます。あなたの手は強く、 

あなたの右の手は高く、義と公平はあなたのみくらの基、

いつくしみと、まことはあなたの前に行きます。 

詩篇 89：11-14 

浜松救い主教会(HSK) 

〒430-0853 

浜松市南区三島町 522  

TEL:053-442-5080 

FAX: 053-442-5186 

携帯: 070-4500-9327 

ポルトガル語 080-9220-0600 

 E-mail: 

   hskmychurch@gmail.com 

ウエブサイト  www.hskchurch.com 

 

浜松救い主教会はプロテスタントの単

立（Independent）クリスチャンの集まりで

すが、神様に大いに寄り頼んで(very 

dependent on God)います！だれでも心

から神様を知りたい、またこの思いを持

つ他のクリスチャン達と交わりを持ちた

い方は、私達の教会の体に加えられる

ことを歓迎します。 

はじめて来られた方、歓迎します！  

今日あなたが来てくださったことを、私達

はとても嬉しく思っています。どうぞまたお

越し下さい。どのようなことでも、あなたの

手助けとなるようなことがあれば、牧師の

ベン・ファウラー、又は妻のルースにおっ

しゃって下さい。またいつでもお電話下さ

い。あなたのために祈っています。今日お

帰りになる前に、ぜひＨＳＫの礼拝ＤＶＤを

お持ち帰りください。尚、小さなお子様を

持つ方々が、ゆっくりとメッセージを聴くこ

とのできるためのベビールームも設けて

いますのでご利用ください。 

 

7/5(日） 

今日! 

第 1回 断食祈祷日 

ＰＭ 12：30  母の祈り会 

PM  1:30   イスラエルの祈祷会 

PM  6：５５   見張り人の集い(祈祷会) 

（インターネットのライブ祈祷会！） 

7/6（月） 

第２回 断食祈祷日 

ＰＭ 6：55  見張り人の集い(祈祷会) 

（インターネットのライブ祈祷会！） 

7/8（水） PM  １：30   祈祷会 

7/9（木） ＰＭ 7：25 賛美チーム練習 

7/12(日） 

AM  ８：４５  賛美チーム練習 

AM  ９：５５   日曜礼拝＆HSK日曜学校&交わり! 

ＰＭ 1：30 監督/執事 ミーティング！ 

 

 

今週の予定 
 

 

 

 

 

 浜松救い主教会! 
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Welcome to HSK! 

 

 

tel:053-442-5080
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親愛なる HSKのメンバーと友人達へ！ 

先週降った大雨で浜松のアヒルはきっと喜んだことでしょ

う！カエルのほうが喜んでいたでしょうか？打って変わり、

今週はとても暑くなりそうです。それでもその暑さは 9月の

第二週頃までが限度でしょう！あなたはどう思いますか？ 

さて、もう今年に入り 7番目の月・・7月となりました！

2020年の半分以上が過ぎたことです。今年は、ウイルスと

世界同時不況として憶えられる年となるでしょう。実際に発

病した人々は、どれほど深刻であったかを思い起こすことで

しょう。私自身は、教会の健康状態について心配したことが

正直なところです！私は、日々教会メンバー全員が落胆しな

いよう神に求めていました。すべての牧師先生たちが失望し

ないようにも祈りました！ 

アメリカでは、大きな暴動があったことが忘れられないでし

ょう。しかし、今年の末までに、神はご自身の教会にどのよう

なことをされるでしょうか？その答えは私には分かりませ

ん。・・本当にまったく分かりません。しかし、数日前、聖書の

この言葉が目に飛び込んできました。「あなたの神、主なる

わたしはあなたの右の手をとってあなたに言う、「恐れては

ならない、わたしはあなたを助ける」。」（イザヤ 41：13） 

ハレルヤ！ 主は私たちを助けてくださる神です！ 

最近、私の腰痛のために祈ってくださった方々がいました

らお伝えします。腰痛は 99％なくなりました！私は痛みにつ

いて話したくないほど痛みが嫌いです。（嫌いな事をどうして

話すでしょうか？） ですが、腰痛が生じたとき、数人の方々

に祈ってもらいました。そして神がその祈りに応えてください

ました。イエス様、ありがとうございます！ 

私たちはＨＳＫのメンバーたちや友人たちのために祈り続

けなくてはなりません。病人のための祈りについて、私はこ

のことを信じました。：神の御心は何だろうと考えるよりも、癒

しを主に求めることは遥かに良い！ハンセン病の人がイエ

ス様の所に来て言いました。“すると、そのとき、ひとりの重

い皮膚病にかかった人がイエスのところにきて、ひれ伏して

言った、「主よ、御心でしたら、きよめイエスは手を伸ばして、

彼にさわり、「そうしてあげよう、きよくなれ」と言われた。する

と、重い皮膚病は直ちにきよめられた。”（マタイ 8：2-3） 

神の御心は癒してくださることです。主の御心を実践して

いきましょう！ 

ある牧師先生たちは、什一献金（クリスチャンたちが教会

に捧げるお金）について話すことを躊躇します。一方、貯金

することは皆が認める話題です。教会が小さく献金が少ない

と、お金を節約することが福音の一部のように考えがちで

す。（マタイ 28：21ではイエス様はどのように語ったでしょう

か。できるだけお金を貯めなさい。天の銀行は空っぽだと言

われたでしょうか！（ベン先生、ほんとー？）（本当は、21節

はありません！）  

でも私は最近このように思いました。もし私たちが与えな

いのなら、神の愛をどれほど誤解しているだろう？ 神は喜

んで与える人を愛してくださいます。（2 コリント 9：7）神の愛

を理解できるよう、私たちは喜んで与える者にならなければ

なりません！ 結論： 喜んで与えなさい・・・あなたは愛され

るでしょう！ 

毎週日曜日に教会に出席するよう計画してください！全

能なる神は動いておられ、あなたを祝福されます。     

    あなたの牧師 ベン ファウラ 

 

 

 

あなたの牧師より 
 

?

 

日曜朝礼拝のインターネットライブ放送や録画を皆さんの家族や友人に紹介し続けましょう。 

インターネットのサイトは www.hskchurch.org です。次に Mediaをクリックすると日曜礼拝が見

られます。又は、www.hskchurch.com で’live video’をクリックしてください。過去のビデオもいつでもご

覧になれます。 

 

多言語でメッセージを聞くことができます。・・・ 
あなたのスマホ、アイフォンを使用して英語/ポルトガル語の通訳を聞く方は、ＹＯＵＴＵＢＥチャンネ

ル： ＨＳＫ Ｃｈｕｒｃｈ Ｈａｍａｍａｔｓｕ，Ｊａｐａｎでお聴きになれます。 

 

http://www.hskchurch.com/


祈りのリクエスト 

 

 

 

 

 

思いを巡らす 
 

Ｆ．Ｂメイヤーは、イギリス並びに世界中で多大に用

いられた聖書学者でした。彼は偉大な賜物を授けられ、

頭脳明晰な人物でした。 

ある午後、彼はケンブリッジ大学の卒業生の一団が中

国に向かうための送別会に出席しました。その一団の中

に、チャーリーＴ・ストッドという青年がいました。彼

はイギリス中で一番有名なスポーツ選手でした。その彼

がクリケットを捨て中国本土の宣教に向かう時でした。

彼が送別会で証のスピーチに立った時、Ｆ．Ｂメイヤー

は耳をそばだてて聴き入りました。そこで語るチャーリ

ーＴ・ストッドは、イエス・キリストにすべてを明け渡

していました。かつて彼が宣言した言葉がそのときの彼

を築き上げていました。「キリストが神であり、私のた

めに死んでくださったのなら、主に対するどんな犠牲も

大きすぎるものではない。」 

送別会が終わった後、Ｆ．Ｂメイヤーはチャーリ

ー・ストッドに言いました。「君の中には、私に欠けて

いるもので、私に必要な何かがあるのは明らかだ。それ

は何だろう？」。 

チャーリーは率直な目でメイヤーをまっすぐ見て問い

かけました。「あなたは自分のすべてをイエス・キリストに

委ねたことがありますか？」 

メイヤーは少し考えて言いました。 

「はい、あります。」 

けれども彼の心の中で小さく囁く声がありました。 

「いいえ、ありません。」 

彼は胸が苦しくなり、すぐさま家に向かいました。そし

て、まっすぐに寝室に入り、ひざまずいて祈りました。その

とき、主が彼に語っているようでした。 

「メイヤー、わたしはあなたの心のすべてのカギが欲し

い。」 

Ｆ．Ｂメイヤーはその日ずっと御前に伏していました。そ

して何が起こったでしょうか？彼は聖霊に満たされ、御霊に

より導かれ数えきれないほどの群衆を祝福する者となりまし

た。今も彼の偉大なる書籍が多くの言語で語られています。 

「いかにイエス・キリストを礼拝するか」より抜粋  著 Joseph Carroll 
 

□ ＨＳＫへお越しの来会者の方々のために祈り続けま

しょう！彼ら皆が心に平安を見出しますように。 

□ 今月から２つの日曜学校クラスを始めます。子ども

たちと先生方のためにお祈り下さい。 

□ 健康に関する検査結果を待っているリンさんのため

に、祈り続けて下さいませんか？私たちは彼女の奇

跡を信じ続けなければなりません！ 

□ ベン牧師は少し腰の痛みがありますが、花粉とほこ

りで右目の腫れを引き起こしています。彼はこれを

止めたいと思っています。そして、他の幾ヶ所も腫れ

があります。ベン牧師とすべての人々が、元気にな

ることを主に求めて下さるのは誰ですか？ 

□ ウイルスの蔓延が止まるように祈り続けましょう。国

家は今より多くの感染を経験しています！ 

□ 主は私たちに「エルサレムの平和を祈る」ように求め

ています！今週祈って下さい。 

 

□ 毎週、より多くの家族が、ＨＳＫのメンバーから与え

られた食料やその他の家庭用品を受け取っていま

す。これらの「新しい」友だちを私たちの教会に導く

ことを主に求めて下さい。 

□ 私たちの賛美チームのためにお祈り下さい。彼ら

は、あなたを毎週礼拝に導けて幸せです。 

□ まだ救われていない家族がいますか？今週、彼らを

祈りの中で主の御前に連れて行きましょう。 

□ 今週、仕事がないＨＳＫの方たちのために祈りましょ

う。主が彼らのすべての必要を満たして下さいます

ように。 

 

※提出した祈りのリクエストの週報への記載を望まな

い方は、その旨をリクエストカードにお書きください。 



 

7月にお誕生日を迎えられる方へ!  

今月あなたはお誕生日を迎えますか?  そんなあなたに・・ 

「お誕生日、おめでとうございます!」 

あなたが終えたこの一年に感謝を捧げ、 

これからの新しい一年がさらによい年となりますように! 

今日、神があなたを祝福してくださいますように!  
 

 

次回の執事ミーティングは・・来週の日曜日、12 日

に行われます。執事の方々は、午

後 1:30 より大切なミーティングが行

われますのでご参加ください。ミー

ティングの前に昼食もご自由にお取

りください！ 

 

明日 7 月 6 日は、・・、断食祈祷の 2日目です！今

日断食できなかった方は明日行うこともお考え下さい。

私たちは皆、主に多くの事を求めなけ

ればなりません。明日夜の祈祷会は

ＰＭ6：55から行われます。「わたしが

選ぶところの断食は、悪のなわをほど

き、くびきのひもを解き、しいたげられ

る者を放ち去らせ、すべてのくびきを

折るなどの事ではないか。」（イザヤ 58：6） 

 

日曜学校は今日から・・2 つのクラスに分かれま

す。クラスはルーム 22 とルーム 12（プレ

ハブ）で行われます。年齢別のクラスにな

りますが、お子さんがどちらの部屋になる

か知りたい方は、智子さんにお尋ねくださ

い。 

 

HSKからの什一献金 47,000 円（+3000 円）

は・・、以下のように分配され捧げられました。 

真実さん、亮さん(石巻ミニストリー)(15,000円) 

Ｔｉｋｋｕｎ（イスラエル宣教）（15,000円） 

愛の決心（養子縁組ミニストリー）（10,000円） 

ニューライフリーグ (聖書出

版)(10,000円) 

 

ＨＳＫに捧げてくださった全ての

方々に感謝します。  

あなたは祝福されます！ 

 

 

7 月 19 日は、ビッグバースデー、ブラジリア

ンＢＢＱ・・つや子さんの 90 歳のお誕生日を

お祝いし、さらにＨＳＫでの交わりが新しくされる

ためのバーベキューを行います。是非皆さん、お

友達も含めご参加ください。本物のブラジル人

のコックさんがＢＢＱを用意してくださいます！お

天気にかかわりなく美味しいランチを期待できま

す。 

先週のＢＢＱの調理とお手伝いありがとうご

ざいました！・・ＢＢＱの前に雨が止んでくれたこ

とを準備された方々が喜んでいました。そし

て、・・調理した器具をすべてきれいに片づけてく

れたことを、ベン牧師は大変喜んでいました。ワ

オ！ベン牧師はなんと喜び驚いたことでしょ

う！！！ 

 

 
 

 

 


